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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 174 ― △806 ― △818 ― △1,206 ―
20年3月期第3四半期 180 ― △962 ― △986 ― △985 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △16.66 ―
20年3月期第3四半期 △15.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 1,406 1,251 88.9 16.89
20年3月期 2,587 2,384 92.2 33.65

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,250百万円 20年3月期  2,384百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 214 △21.6 △962 ― △1,006 ― △1,387 ― △19.04

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注)詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注)詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績とは異なることがあります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  74,068,831株 20年3月期  70,881,831株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,400株 20年3月期  400株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  72,456,831株 20年3月期第3四半期  65,354,446株



第２四半期連結会計期間は、中国で、特発性肺線維症（IPF）治療薬F647について、中国国家食品薬品
監督管理局（SFDA）との協議を経て、IPFの第３相臨床試験を凍結すること、早期条件付承認を目指すこ
とを決定いたしました。当第３四半期連結会計期間は、中国において、社外のGMP（適正製造基準）製造
製剤施設と共同して、製造許可申請に向けて必要なサンプルと文書の作成を進めており、2009年秋頃に製
造許可申請を目指しております。同時に放射線性肺炎（RP）治療薬F647については、第２相臨床試験を終
了し、良好な成績を治め、さらなる有効性と安全性を確かめるために、RPに関して、規模の大きい第３相
臨床試験を2009年中頃より開始することを目指しております。肝線維症治療薬F351については、第１相臨
床試験を実施しており、当連結会計年度末の終了を目指しております。 
当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高45,757千円となりました。一方、前年同期比で、研究開発

費の大幅な減少により、営業損失は206,258千円、経常損失は198,773千円となりましたが、特別損失とし
て事業再編損148,833千円を計上した結果、四半期純損失は338,273千円となりました。  
  当第３四半期連結会計期間以前の期間に関する連結経営成績に関する定性的情報については、当該四半
期決算短信を参照ください。 

  

当社グループは、開発中の創薬候補物が上市に至るまで、多額の開発費が必要となります。現在医薬品
開発をコスト優位性のある中国で行っておりますが、開発を進めるためには借入若しくは増資等による資
金調達が必要になります。 
当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,180,921千円減少し、

1,406,959千円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ47,777千円減少し、155,184千円となりま
した。純資産は、前連結会計年度末に比べ1,133,143千円減少し、1,251,775千円となりました。総資産及
び純資産の減少は、主に1,206,783千円の四半期純損失を計上したことによります。 
キャッシュフローにつきましては、営業活動により減少した資金は249,618千円となりました。主要な

減少項目は税金等調整前四半期純損失337,951千円であり、主要な増加項目は、事業再編損148,833千円、
のれん償却額39,524千円であります。 
 投資活動による資金の増加は1,003千円となりました。これは主に、3,628千円の敷金の回収による収入
によるものであります。 
 財務活動による資金の減少は、6,270千円となりました。これは長期借入金の返済による支出6,270千円
によるものであります。 
この結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、第２四半期連結会計期

間に比べ264,341千円減少し608,151千円となりました。 
  

当社グループは、平成21年３月期も引き続き、創薬候補物の中国での治験の進捗を重要な経営課題とし
て事業を展開しております。平成21年３月期における業績予想を、売上高214百万円、営業損失962百万
円、経常損失は1,006百万円、当期純損失1,387百万円と予想しております。 
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであります。予想には様々な不確定要素

が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合もあります。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報



固定資産の減価償却費の算定方法 
  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算  

  定する方法によっております。 
  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期 
 財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。ま 
 た、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 647,925 1,385,405

売掛金 88,819 93,290

たな卸資産 70,368 113,261

その他 36,258 66,942

貸倒引当金 △2,656 △2,917

流動資産合計 840,715 1,655,983

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） 1,943 15,144

機械及び装置（純額） 69,099 77,463

工具、器具及び備品（純額） 34,594 30,947

有形固定資産合計 105,637 123,555

無形固定資産   

のれん 399,202 517,774

ソフトウエア 4,182 41,856

その他 12,607 124

無形固定資産合計 415,992 559,755

投資その他の資産   

出資金 23,135 145,690

長期前払費用 － 74,922

その他 21,479 27,973

投資その他の資産合計 44,614 248,586

固定資産合計 566,244 931,897

資産合計 1,406,959 2,587,880



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 15,448 33,557

1年内返済予定の長期借入金 25,080 25,080

未払金 34,789 38,518

未払費用 24,850 15,428

賞与引当金 1,756 3,615

未払法人税等 1,101 9,476

その他 29,487 35,804

流動負債合計 132,514 161,481

固定負債   

長期借入金 22,670 41,480

固定負債合計 22,670 41,480

負債合計 155,184 202,961

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,858,258 2,821,608

資本剰余金 2,818,258 2,781,608

利益剰余金 △4,395,195 △3,188,411

自己株式 △82 △36

株主資本合計 1,281,239 2,414,768

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △30,397 △29,849

評価・換算差額等合計 △30,397 △29,849

新株予約権 932 －

純資産合計 1,251,775 2,384,919

負債純資産合計 1,406,959 2,587,880



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 174,682

売上原価 142,253

売上総利益 32,428

販売費及び一般管理費 839,271

営業損失（△） △806,842

営業外収益  

受取利息 2,336

補助金収入 12,287

その他 620

営業外収益合計 15,244

営業外費用  

支払利息 2,860

資金調達費用 1,167

為替差損 21,020

その他 2,250

営業外費用合計 27,299

経常損失（△） △818,897

特別利益  

賞与引当金戻入額 1,826

特別利益合計 1,826

特別損失  

事業再編損 265,584

出資金評価損 122,555

特別損失合計 388,139

税金等調整前四半期純損失（△） △1,205,210

法人税、住民税及び事業税 1,573

法人税等合計 1,573

四半期純損失（△） △1,206,783



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,205,210

減価償却費 48,584

のれん償却額 118,572

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,826

受取利息 △2,336

支払利息 2,860

為替差損益（△は益） 20

事業再編損失 265,584

出資金評価損 122,555

売上債権の増減額（△は増加） △954

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,417

仕入債務の増減額（△は減少） △17,791

その他の流動資産の増減額（△は増加） 11,684

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34,165

その他 5,828

小計 △714,011

利息の受取額 2,826

利息の支払額 △2,833

事業再編による支出 △59,280

法人税等の支払額 △2,401

営業活動によるキャッシュ・フロー △775,700

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △11,564

無形固定資産の取得による支出 △13,872

敷金の差入による支出 △1,098

敷金の回収による収入 4,254

投資活動によるキャッシュ・フロー 177,719

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △18,810

株式の発行による収入 72,125

自己株式の取得による支出 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー 53,269

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △534,714

現金及び現金同等物の期首残高 1,142,865

現金及び現金同等物の四半期末残高 608,151



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日  
  至 平成20年12月31日)

 当社グループは、創薬ベンチャーとして複数の創薬候
補化合物（F647、F351等）をパイプラインに持ち臨床試
験と上市に向けた活動を行い、新薬の臨床上の有効性の
検証を確立した後に日本や欧米に展開することを目的と
して事業活動を行っております。 
  創薬ベンチャーという性質上、研究開発事業には多額
の費用を要し、また投資資金の回収も他の産業と比較し
て相対的に長期に及ぶため、ベンチャー企業が当該事業
に取り組む場合は、一般的にキャッシュ・フローのマイ
ナスが先行する必然性があります。当社グループも創業
以来継続的に営業損失を計上しており、営業活動による
キャッシュ・フローは、前連結会計年度1,031百万円の
減少、当第３四半期連結累計期間775百万円の減少と、
マイナスの状況となっております。 
 当社グループは、F647の上市に向けた資金を確保する
ために、平成20年８月１日の取締役会にて決議した経営
計画を実行するとともに資金調達先を模索してまいりま
した。しかしながら資金調達先が当第３四半期連結会計
期間末で確実ではなく、従前の経営計画では当第３四半
期連結会計期間末における現金及び預金残高が十分では
ないため、継続企業の前提に重要な疑義が存在しており
ます。 
 当社グループは当該状況を解消すべく、平成21年１月
23日の取締役会において新経営計画を策定いたしまし
た。策定した新経営計画は経営資源をF647とF351の臨床
試験及びF647の製造・販売の準備に集中させることを目
的としております。新経営計画の概略は以下の通りで
す。 
① Shanghai Genomics, Inc.において、整形外科関連商
品製造・販売事業部門および関連する２支店を閉鎖いた
します。当該部門はGu Bang等の製造販売を行っており
ますが、中国国家食品薬品監督管理局により制定された
新設備基準に適合するためには、今後約１千万円の追加
設備投資が必要になることなどから、平成21年１月23日
の取締役会において当該部門の閉鎖を決定しておりま
す。 
② 当社グループは人員を継続的に削減してまいりま
す。当社においては、前連結会計年度末に在籍していた
25名の従業員を、福岡解析センターの閉鎖、本社機能の
縮小などの合理化にともない、当第３四半期連結会計期
間末に６名にまで減少させております。またShanghai 
Genomics, Inc.においては、前連結会計年度末に在籍し
ていた96名の従業員を、当第３四半期連結会計期間末に
82人まで減少させ、今後も新経営計画に従って70名弱ま
で減少させてまいります。 
③ 当社グループは、人件費以外の販売費及び一般管理
費も削減してまいります。当社は、平成21年３月に、賃
料を削減するために、新しい事務所に移転する予定で
す。また多額であったIT関連費用を削減するために、す
べてのリース契約を平成20年12月に解約しております。 
 また、上記新経営計画に併せて、当社グループはグル
ープ一体となって経費削減に取り組み、支出を抑制して
まいります。これらの施策により、当第３四半期連結会
計期間末から１年超の必要資金を賄いうる体制にいたし
ます。なお、平成20年５月18日に基本合意を締結した
Hengshan Pharmaceuticals Inc.の出資持分取得は、新
たな資金調達が行われるまで実施する予定はありませ
ん。 
 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成され
ており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務
諸表には反映しておりません。



【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 当社及び連結子会社は、創薬事業会社として、同一セグメントに属する事業を行っており、当該事業

以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 中国 

(2) 米国 

   当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 中国 

(2) 東南アジア・・・シンガポール 

(3) 米国 

(4) 欧州・・・オランダ、スイスなど 

    (5) その他・・・イスラエル、台湾など 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

(5) セグメント情報

日本 
(千円)

中国
(千円)

米国
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

4,154 170,528 ─ 174,682 ─ 174,682

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ 44,360 4,691 49,052 (49,052) ─

計 4,154 214,889 4,691 223,735 (49,052) 174,682

営業利益 
又は営業損失(△)

△436,259 △336,879 139 △772,999 (33,842) △806,842

 

【海外売上高】

中国 東南アジア 米国 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 99,383 33,175 10,385 24,045 2,158 169,148

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― ― 174,682

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

56.9 19.0 5.9 13.8 1.2 96.8



前年同四半期に係る財務諸表等 

  

（１）四半期連結損益計算書 

  

 
 

（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

「参考」

前第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 180,774

Ⅱ 売上原価 85,630

   売上総利益 95,143

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,057,888

   営業損失 962,744

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3,012

 ２ 為替差益 1,516

 ３ 補助金収入 8,834

 ４ 先物為替予約評価益 795

 ５ その他 1,286 15,444

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,701

 ２ 株式交付費 21,863

 ３ 資金調達費用 13,119

 ４ その他 253 38,938

   経常損失 986,237

Ⅵ 特別損失

   固定資産除却損 918 918

   税金等調整前四半期純損失 987,155

   法人税、住民税及び事業税 1,486

   少数株主損失 3,338

   四半期純損失 985,303

前第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純損失 △ 987,155

 ２ 減価償却費 50,024

 ３ のれん償却額 78,256



 

 
  

（３）セグメント情報 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

  前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

   当社及び連結子会社は、創薬事業会社として、同一セグメントに属する事業を行っており、当 

  該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

 【所在地別セグメント情報】 

  前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 ４ 賞与引当金増減額(△:減少) 13,018

 ５ 受取利息 △ 3,012

 ６ 支払利息 3,701

 ７ 株式交付費 21,863

 ８ 資金調達費用 13,119

 ９ 売上債権の増減額(△:増加) 47,422

 10 たな卸資産の増減額(△:増加) △ 4,166

 11 仕入債務の増減額(△:減少) 7,051

 12 その他流動資産の増減額(△:増加) 10,828

 13 その他流動負債の増減額(△:減少) △18,795

 14 その他 21,704

    小計 △ 746,139

 15 利息の受取額 3,012

 16 利息の支払額 △ 3,445

 17 法人税等の支払額 △ 1,982

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 748,554

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △ 36,208

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △ 27,461

 ３ 連結子会社出資金の追加取得による支出 △ 477,874

 ４ その他 12,089

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 529,455

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △68,825

 ２ 株式の発行による収入 793,017

 ３ 自己株式の取得による支出 △36

   財務活動によるキャッシュ・フロー 724,156

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,501

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△：減少） △559,355

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,284,672

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,725,316

消去 



 
（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      （１）中国 

      （２）米国 

    ３ 会計方針の変更 

      在外連結子会社であるShanghai Genomics, Inc.は、前連結会計年度までは、政府から受け取った拠出金を

     「長期預り金」に計上し、拠出金の目的たるプロジェクトの技術研究等に要する費用を流動資産「その他」 

     に計上しておりました。 

       当第３四半期連結会計期間より、中国新企業会計準則に基づき、政府から受け取った拠出金を営業外収益 

     に計上し、この拠出金の目的たるプロジェクトの技術研究等に要する費用を販売費及び一般管理費に計上す 

     る方法に会計方針を変更しております。 

      これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、営業損失が16,928千円増加しております。 

【海外売上高】 

  前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      （１）中国 

      （２）東南アジア・・・シンガポール 

      （３）米国 

      （４）欧州・・・オランダ、スイスなど 

      （５）その他・・・イスラエル 

    ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

  

日本 
(千円)

中国
(千円)

米国
(千円)

計
(千円)

又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

63,713 117,061 ─ 180,774 ─ 180,774

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ 222,572 9,304 231,876 (231,876) ─

計 63,713 339,633 9,304 412,651 (231,876) 180,774

営業費用 889,661 484,176 8,954 1,382,792 (239,273) 1,143,519

営業利益 
又は営業損失(△)

△825,947 △144,543 349 △970,141 7,396 △962,744

中国 東南アジア 米国 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 29,185 28,782 26,676 32,465 504 117,613

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ ─ 180,774
Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％) 16.1 15.9 14.8 18.0 0.3 65.1




